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毎週木曜日はＷスタンプセール実施中です。

健康家族のおてつだい！！
食べものこだわりショップ

和楽屋
SAFETY &QUALITY FOODS
熊本市北区武蔵ケ丘８丁目６番５号

Tel ０９６-３３９－３６０４ Fax ０９６-３３９－３６４７
定休日 毎週 日曜日 営業時間 午前１０時～午後７時

※和楽屋Webサイトもご利用くだ さい 。

http://www.warakuya.com/
Ｗｅｂでお買い上げ額9,000円以上で全国送料無料（一部除）

◆◆◆◆営業のご案内◆◆◆◆
ピンクの網掛けがお休みです。
毎週木曜日はWスタンプセールです。店頭にて
お買い上げの際にはスタンプを通常の2倍差し
上げます。

熊本も桜の開花宣言が行われ、いよいよ春本番を迎えました

ね。春は自然の気に伴って、体の気も動き出し、自律神経の交

感神経と副交感神経のバランスが崩れやすくなります。体がだ

るい、疲れやすいなど、色々なトラブルが出やすいので、肝臓

や腎臓、胃腸の働きを助けて体調を整えてやることが大切です。

冬の寒さに縮こまっていた体が春の暖かさで目覚めていくの

に従い、冬の間に身体に溜まった老廃物を外に出すために、そ

れに合せて春の食べ物は、蕗のとうやワラビ、ゼンマイ等々、

アクの強い食べ物が出回ります。これが自然の摂理なのです

が、現代はこれらの摂取がうまく行われないため、体の不調を

訴える結果になっていると思われます。

春先にメンタルの異常を訴える人が増えるのも食生活の切り

替えがうまくいっていないからではないでしょうか。

３度の食事の中に旬の野菜などをうまく取り入れ、玄米または

未精白米を主食とし、それに味噌汁や漬物などを中心とした自

然食を続けていけば冬から春へのスムーズなギヤチェンジがで

きるはずなのですが。

例えば味噌汁一つとっても、自然発酵の味噌、だしも昆布や

煮干、それにその季節のあった折々の野菜などを入れた味噌

汁は、脳の回転を助け、老化防止、肝腎機能を強化し血液を

浄化し内臓も強くしてくれる優れものなのです。

春先になって花粉症も含めて体がどうも不

調という人は、是非、上記の自然食をしばらく

続ければ、シャキッと体がリフレッシュすること

請け合いです。

■ 特別予約販売会を行います。

申し込み締め切り ４月２日までにお願いします。

商品引渡し日 ４月４日から行います。

■ 臨時休業のお知らせ
下記期間都合により休業させていただきます。ご了承く

ださいませ。

日時 平成２８年３月３０日（水）～４月１日（金）

平成２８年４月３０日（土）～５月５日（木）

■ おしらせ

平成２８年４月号

和らく茶（和楽屋謹製）

私たちが毎日飲んでいるもの、それはお茶。
そんなお茶だからこそ自然素材を21種配合した
和楽屋特製の健康茶をお奨めします。私たちの
体の中は、日々新しく生まれ変わるといわれて
います。だからこそ、毎日しっかり食事をし、溜
まった毒素を出しいくことがとても大切です。
昔からそのぞれの働きで愛飲されてきた21種の

自然素材をブレンドしていますので穏やかに作
用して健康の維持にお役立ていただけます
【お客様のご感想】

●便秘で色々試しました。初めは効果があるのですが慣れてく ると

すぐ戻ります。和らく 茶を飲み始めて３ヶ月になります。嬉しく て嬉

しくて本当に有難う こざいます。（荒木様）

●体脂肪の数値が下がっていて嬉しい（勝木様）

定価：1,080円 【特別価格】 ９７２円（税込）
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米 ご注文は月例申込票でお願いします。

和楽屋は安全でおいしい食べ物・安全な化粧品をお届けします。

5本

10本



和楽屋が自信をもっておすすめする健康維持食品です。

NO 125 【メーカー】大和酵素

大和酵素ｾｲｴｲ（特醸）

容量 1,200ml 定価 7,020円

お勧めポイント

植物原料に含まれる植物性酵素群はもちろん有
機アミノ酸群、ビタミン群有機ミネラル等健康の維
持、栄養の補給に重要な成分が豊富に含まれて
います。

【特別価格】 ￥６，３１８

NO 127 【メーカー】大和酵素

酵源

容量 30包 定価 3,780円

お勧めポイント

胃の消化を楽にする、たんぱく 質分解酵素（プロ
テアーゼ）、脂肪分解酵素（リパーゼ）、炭水化物
分解酵素（アミラーゼ）などの消化酵素を、簡単に
手軽に補給することができます。

【特別価格】 ￥３，４０２

NO 126 【メーカー】中国大和酵素

幸うん爽美茶 ３０包

容量 30包 定価 3,888円

お勧めポイント

ほう じ茶タイプのデトックティですので、日本人に
飲みやすいお茶となっております。 そして原材料
も安全安心な13種類を使用。センナ･ダイオウなど
薬事法に抵触する原料は一切使用しておりません。
一日の終わりに飲めば翌朝スッキリ。

【特別価格】 ￥３，５００

NO 133 【メーカー】フジワラ化学

オイスターFゴールド

容量 2g×30袋 定価 7,560円

お勧めポイント

カキ肉エキスには、現在注目の核酸関連物質や亜
鉛、タウリン、アミノ酸などがバランス良く 含まれて
います。また、酒席の前にもお薦めです。

【特別価格】 ￥６，８０４

NO 134 【メーカー】（株）命泉本舗

命 泉

容量 240粒 定価 2,376円

お勧めポイント

にんにく を蒸黒焼きにしたものに、真珠貝徽粉
末（カルシウム）を加えた滋養優秀な健康食品で
す。にんにく 特有のにおいがありません。毎日6
粒ぐらいを続けてく ださい。

【特別価格】 ￥２，１３９

NO 123・124 【メーカー】スカイフード

スカイCa（顆粒・粒）

容量 定価

お勧めポイント

発酵法で砂糖大根を原材料に作られるL型乳酸カ
ルシウムは、動物由来の原材料は一切使用してい
ません。だから、体に優しく 、吸収率に優れ、お料
理に使えるカルシウムです。ご飯を炊く ときに混
ぜれば家族全員が補えます。

【特別価格】 360g￥９，７２０ 115g￥３，６９４

NO 129・130 【メーカー】オーサワジャパン

ラクティス（30本入）

10ml×30本入 定価 9,180円

お勧めポイント

・ラクティスは体内の乳酸菌を増やす乳酸菌生成エ
キスです・ラクティスの主成分の一つ糖鎖が腸内環
境を良く し免疫細胞が活性化されます。・細胞が
活性化されるのでお肌もキレイ！体も元気に！
・主成分の一つナワバリ物質が自然と乳酸菌が増
えやすい体内環境を作ります
善玉菌を増やす新

【特別価格】 ￥８，２６２

NO 128 【メーカー】ミドリムシカンパニー

ユーグレナ（和名：ミドリムシ）

容量 90粒 定価 7,020円

お勧めポイント

栄養満点で、吸収の良いユーグレナ。たっぷり59
種類の栄養素が含まれているのは動物と植物の
両方の性質を持ち合わせている珍しい藻だから。
和名ではミドリムシと呼ばれていますが、虫ではな
く 、藻なのです。

【特別価格】 ￥６，３１８

\10,800
\ 4,104

360g
115g

3g×30包入り

米 ご注文は月例申込票でお願いします。

NO 131 【メーカー】フジワラ化学

青汁（粉末タイプ）

容量 3g*30包 定価 3,497円

お勧めポイント

ケールは緑黄色野菜として非常に高い栄養価値
を持っています。特に、β-カロチン、ルテイン、ビ
タミンC、ビタミンE、カルシウム、マグネシウム、食
物繊維、葉緑素など私たちの毎日の健康に欠かせ
ない栄養素が豊富に含まれています。マイクロパ
ウダー製法で消化吸収のよいケール青汁。

【特別価格】 ￥３，１４９

NO 132 【メーカー】島本微生物工業㈱

バイエムコーソ（粉末）

容量 300g 定価 3,240円

お勧めポイント

天然野生の強力な酵母菌と好気性食用微生
物を総合培養し、醗酵させ粉末状に加工した
強力植物性醗酵食品をです。ビンを食卓に置
いて、食後等にスプーンで一口と手軽に酵素
補給ができます。

【特別価格】 ￥２，９１６

ラクティス（5ｍｌ30）

★5m×30包特別価格￥4,082円
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シコリーブ 薬用スキンクリーム

天然保湿成分シコン、オリーブを
配合したクリーム。手だけでなく、
顔や全身の肌荒れでお悩みの
方におすすめします。
180g 価格(税込)：2,160円

日本オリーブ

天然保湿成分オリーブオイルを配合したシャンプーやせっ

けんは、肌にかける負担を少なく 、マイルドに洗いあげます。

ナチュラルマインド
ヘヤリンス

ナチュラルマインド
ボディシャンプー

ナチュラルマインド
シャンプー

オリーブの美髪成
分と海藻のエキス
配合のリンス

フレッシュシトラス
&フローラルの香
りのボディーシャ

天然保湿成分配
合でトリートメント
効果の高いシャン

1,080 円 1,296 円 1,080 円
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只今化粧品を３，０００円以上お買い上げの方に粗品進呈中です。

さらっとなじんで
べとつかない
100%純粋オリーブオイル
お肌だけでなく体や髪、爪など
全身のお手入れ、またベビーオイルとして
もお使いいただけます。


